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医師コラム

ごあいさつ

「骨粗鬆症について」

今回は骨粗鬆症について概要をお話しさせていただきます。
2020年はコロナウイルスの出現によって大変な年でした。2021年もこ

すくなった病態です。骨粗鬆症では軽微な外力によって骨折を来たし、高

ご挨拶を申し上げます。

度な場合には外傷歴がない例もあります。代表的な骨折に脊椎椎体骨折

なってしまいました。結局、どこからウイルスが入り込んだのかは、はっ

梶原 正章

常が起こった結果、骨強度の低下によって骨が脆弱化し、骨折を来たしや

の状況はまだまだ続き先が見えない状態ですが、新しい年を迎えて一言

当院では11月に残念ながら院内でクラスターが発生するという事態に

院長

まず骨粗鬆症とは、加齢・閉経・生活習慣・その他疾患によって骨代謝の異

きりしませんでしたが、感染防御が十分にできておらず院内で感染が広
がってしまったのは事実です。この時は徳洲会グループ内から宇治徳洲
会病院の感染制御の専門看護師や徳洲会本部から感染対策の担当者の応

援を受け、また大量の検査を野崎徳洲会病院や宇治徳洲会病院で実施していただき、何とか感染を抑え込
むことができました。これまで経験したことがないような事態で本当に助かりました。ご迷惑やご心配を

と大腿骨近位部骨折が挙げられ、この２つの骨折は身体活動を著しく障
害し、生命予後も不良とされています。(図a.b)
わが国における骨粗鬆症と診断される方は男性300万人、女性980万人、
計1280万人とされており、1985年から2010年の25年間で約5倍に増加
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しているといわれています。
図(性・年歴別骨粗鬆症有病率)
骨粗鬆症においては早期の診断と継続的な治療が重要です。
当院では骨密度検査としてDXA法という測定法を用いております。検査時間は15分程度、放射線被爆量

おかけした患者様、地元の皆様、周辺医療機関の先生方には深くお詫びを申し上げます。その後は感染防

は胸部レントゲン写真の半分以下と非常に低侵襲で行えます。その他、必要に応じて疼痛部のレントゲ

御を強化して、散発的に職員に感染者が出たりはしていますが、院内で広がることなく抑えられておりま

ン/CT検査や血液検査を行い骨粗鬆症の診断を行います。

す。おそらくこれからもウイルスが病院に入り込むのを完全に防ぐことは難しく、入ってきても中で広が
らないように常に防御を怠らないことが大事なのだと思われます。
滋賀県でも年が明けて感染が増加して、現在はまた少し落ち着いてきているようですが、このような状
況で少しでも地域の皆様のお役に立てるよう、コロナウイルスに対する診療も感染に注意しながら続け
て参ります。おそらくどこの医療機関でもコロナウイルスに対する診療にマンパワーが必要なため、通常

骨粗鬆症の治療薬は非常に多岐にわたり、それぞれ効能や副作用が異なります。
副作用の少ないビタミン剤や、週1〜月1のみの内服でもよい錠剤があり、患者さんの状態や希望に沿っ
た薬剤を選択することができます。また、繰り返す脊椎圧迫骨折でお悩みの方には注射製剤を投与する
ことで骨密度の上昇に加え疼痛の改善にも期待できます。

の救急医療や入院治療に影響が出てきているように感じます。救急搬入の件数や入院の患者数が増加し

平均寿命が伸びる一方で、それに伴った傷病の対象者も増加していくことが予想されるわが国にとっ
て、骨粗鬆症の治療は骨折予防の観点から重要な課題といえます。

てきており、厳しい状況になってきています。スペインかぜが収まるのに3年ほどかかったと聞きますが、

・骨折の既往歴がある方

100年たって人類は少しは進歩して早く収めることができるのか、歴史は繰り返してしまうのか。 外出

・副腎皮質ステロイド剤、甲状腺疾患治療薬を内服中の方 など

を控えたり、感染防御に気を使ったりするのは、心も体も疲れます。ワクチンの接種や治療法の開発など

・足腰の衰えを感じる方

・ご家族に骨粗鬆症をお持ちの方

是非一度、お気軽に整形外科外来でご相談ください。

で早くこの状況が解消されるのを祈ります。それまでの間、みんなでがんばりましょう。
コロナウイルスに対する診療だけでなく、
通常の医療も地域の皆様のお役に立てるように努めて参ります。
本年もよろしくお願い申し上げます。

図a
大腿骨近位部骨折

図b
脊椎圧迫骨折

▲
性・年代別骨粗鬆症有病率

※骨粗鬆症の要望と治療ガイドライン

居宅介護支援事業所の紹介

■ 地 域 の皆様に寄り添える介護を

〜気遣いと感謝の気持ちを大切に〜

居宅介護支援事業所では、在籍するケアマネジャー4名で介護保険制度や介護サービスに
関する相談・調整をさせて頂いております。
住み慣れた地域で自立した在宅生活を継続するために、ご利用者様の状態に合わせた介

縁あって徳洲会病院に入職し早 3 年。ケアマネジャーとしての経験
も 10 年を越え、現在は主任ケアマネジャー兼管理者として七転八倒
しながら業務をこなしております。
ケアマネジャーは介護保険の要となる仕事ですが、担当したケアマ

護サービスのご提案や介護保険サービスのご利用に必要な手続きの準備、サービスご利用

ネジャーにより支援の方法は十人十色。『素早い対応、フットワークは

開始後の調整などをさせて頂きます。

軽やかに』をモットーに、多方面へアンテナを張って情報収集し人脈

介護保険サービスには、デイサービスや通所リハビリ、福祉用具のレンタルや購入、住宅
改修、訪問看護、訪問ヘルパー、ショートステイなど様々な内容のものがあります。ご利用者
様とご家族様のご希望をお聞きし、関係機関等と連携してその方その方に合わせたケアプ
ランを作成させて頂きます。

を作り個別性を活かした支援を心掛けています。
ターミナル期で自宅での最期を希望される方もおられ、ご家族様と
支援者が一体となって関わらせて頂いた末「このケアマネさんで良かっ
た」の一言にやりがいを感じます。
当事業所は、在宅医療部と訪問看護ステーションとが併設されており、

介護保険の有無等によって必要な手続きが異なるため、まずはお電話にてご相談ください。

TEL : 077-512-5400 ( 直 )

受付時間 : 月〜土曜日

8 : 00〜17 : 00

☆当院の在宅医療部（訪問診療）
、
訪問看護ステーション、
通所リハビリテーション
と連携が取りやすいため、医療依存度の高い方も安心してご利用いただけます。

連携や相談を行える力強い味方に囲まれた環境にあります。信頼できる

居宅介護支援事業部
管理者
主任ケアマネジャー
朝尾 京子

チームで地域に根差した医療・介護が提供できればと思っています。

〜本人・家族・専門職が協力しながら行う介護〜
当院に入職してから今年で 10 年目になりますが、ケアマネジャー

☆当院地域包括ケア病棟のレスパイト入院もご利用いただけます。

としてはようやく 3 年目に入ったところで、日々研鑽しています。
多くのご利用者様は『自宅での生活を継続したい』ご希望を持って
おられます。そのご支援として、様々な介護サービスのケアプランを
作成させて頂いています。私は、在宅での生活を継続するにあたって
は、『無理をしすぎない』事が大切だと思っています。
ご本人様の体調やお気持ち、ご家族様の思いなどを確認させて頂き、
一部に負担が集中しない様、各種介護サービスの提案や量の調整を行

ご相談

生活状況や
希望サービス
の確認

ご契約

ケアプラン
の作成

サービス
担当者会議
の開催

い、ご自宅での生活が無理なく継続できるようにお手伝いさせて

サービス
利用開始

定期訪問
(毎月)

頂きます。

居宅介護支援事業部
副主任
ケアマネジャー
小西 一学

介護サービスご利用の流れ
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薬局の紹介

■近江草津徳洲会病院の薬局紹介
2020年7月より放送された
『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』
は、
日本の連続ドラマでは初
となる
「病院薬剤師」
が主役の医療ドラマでした。
さまざまな医療ドラマがある中で、
これまで
「薬剤師」
にスポットを当てた作品はほとんどありませんでした。
これは作品のタイトル
「アンサング」
にも表れ
ており、
「称賛されない・知られていない」
といった意味があります。
今回はあまり知られていない薬局
の仕事内容を含め御紹介させていただきたいと思います。
現在当院には常勤薬剤師11名、
薬局補助者4名で、
平日はもちろん土日祝日も必ず1名以上が薬局内に薬
剤師が常駐し24時間365日働いています。

■薬局の主な仕事
調剤業務 薬剤師の代表的な業務で、医師の処方箋に沿って薬を用意し、患者様へ交付することを

「調剤」
といいます。
調剤業務では、
まず医師から届いた処方箋を確認
（監査）
し、
薬の量や飲み方、
飲み合

わせ、
他の科で出された薬との重複がないかなどを確認します。
内容に疑問がある場合は、
医師に問い
合わせ
（疑義照会）
をおこないます。
処方内容に問題がないことが確認されたら、
必要な量の薬を取り揃
えます。
この際、
1回分の服用分がわかりやすいように分包機を使って一包にまとめることもあります。
調剤された薬は、
別の薬剤師が最終確認
（鑑査）
したのち、
患者様へと交付されます。
疑義照会とは、
医師
の出す処方箋に対し間違いや疑問があるとき、
薬剤師が異議を唱えること。
日本では一日に約220万枚
の処方箋が出されており、
そのうちの6万枚以上が疑義照会にかけられ、
うち約70％が処方変更となっ
ています。
疑義照会は、
薬剤師だけがかけられる重要な役割だと思います。
現在院外処方が進む県下で
院内処方を中心とした病院は当院だけとなりました。
当院は患者様のニーズに合わせて院内処方か院
外処方か選ぶことができます。

医薬品の管理

医薬品の購入と保管などの在庫管理、
病院内の各部署への供給と管理をおこない

ます。
病院には劇薬や毒薬、
麻薬、
血液製剤
（血液を原料とする薬）
などの厳重に取り扱うべき医薬品も
あるため、
法律に従い安全に管理します。
また、
医薬品の品質が維持できるように、
温度や湿度、
光など
の管理も欠かせません。

医薬品情報業務

医 薬 品 情 報 業 務 は「 D （
I Drug

Information）」とも呼ばれます。製薬会社や専門文献、イン
ターネットなどで信憑性の高い医薬品の情報を集めて分
析・評価をおこない、薬剤師が参照しやすいように管理し
ます。
また、
医師や看護師、
患者などからの薬に関する問い
合わせが届いた場合は、適切な内容・量の情報をわかりや
すい形で提供することも業務のひとつです。

入院患者様への服薬指導 入院している患者様や御家族様に対して、治療に用いる薬の効能
や副作用、服薬方法を説明します。薬が効いているかの確認や副作用の確認も行っています。患者様

が日常的に使用している薬や薬店で購入した市販薬や健康食品などを確認し、
治療のために見直した
ほうがいいものがあれば医師に提案することも薬剤師の役割のひとつです。

外来化学療法

化学療法とは抗がん剤を用いた治療

のことで、近年では外来での化学療法が発展しているこ
とから、薬剤師の出番も増えています。薬剤師は、抗がん
剤の治 療 計 画 書（レジメン）の内容を確認し、患者様に
抗がん薬の効果や副作用などを説明します。治療の経過
を見る中で処方変更や副作用の軽減や予防のための処方
提案をおこなったりもします。

製剤業務 市販されていない薬を病院内でつくることを「製剤」と言います。市販薬で効果が得ら

れない場合や、
市販薬の形状のままでは治療に使用できない場合などに、
患者様一人ひとりに最適な
形の薬を製剤します。
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チーム医療への参画

高カロリー輸液の調整、
自己注射指導、
感染対策、
栄養管理、
急性薬物中

毒処置、
医療安全対策、
災害医療支援、
褥瘡対策、
病棟活動など、
様々な場面でチーム医療の一員として
参画しています。
医療の現場で薬剤師の職能を生かせるあらゆる分野に、
一歩先を見すえて積極的に取
り組んでいます。

近江草津徳洲会病院広報誌「かがやき」
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玉川中学校生徒会より

～当院スタッフへの応援メッセージ～
玉川中学校生徒会より応援と感謝の
気持ちを込めたメッセージを頂きました。
職員にとって、皆様からの温かいお声がけは、
大きな勇気と励みになります。
メッセージは1階北口玄関前に
掲示しております。
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